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か あ まこと 

〇 このたびは、八ドソンのゲームソフトをお買い上げいただき、誠にありがとうございました 

ご®Mの韶に、この1！孩設萌書Jをよくおiみいただき、正しい使用法でご愛用ください。 
しようじよう ちゆうい 

• SUPER COROM2ソフト使用上の注意 
①PCエンジン、CD.ROMなど八ードの接続及び動作方法に関しましては、各機器に付属 

の「取扱説明書jを必ずご熟読の上こ'ife用ください。 

©CD.ROMディスクには表と裏があります。必ずゲームタイトルが印刷されている面を上 

にしてセツティングしてください。 
ちゅう ふ产 あ ほんたいしんどラあた 

❹)ゲームブレイ中にCD-ROMプレイヤーの蓋を開けたり、CD_F10M本体に振動を与えな 

いでください。なプレイが出来なかったり、本体やソフトを痛める場合があります 

けんこう かん ちゆうい 

•健康に関する注意 

〇 

笨iをAMされる愚答は、I労gれたfSで®■することは蠢け、テレビ画面からできるだ 
ちようじかん つづ ばあいけんこう 

がめん 

じかん 

け離れてゲームをしてください。長時間ゲームを続ける場合は健康のため、1時間ごとに川〜 

とき いちじてききんにく いしき 

ふんやす 

15分の休みをとってください。 

ごく驗に、謹い¥の南1や、の1滅を#けている_に、一時的に筋肉のけいれんや、意識 
そA I —1产■，ど Iそうじょうあらわ れい ほう■く しようじよう けいけん ひと 

の喪失等の症状が現れるとい5例が報告されています。こ〇した症状を経験したことのある人 
まえかなら いしそうだん % 

は、テレビゲー厶をする前に必ず医師に相談してください。また、テレビゲ_厶をしていて、 

このよラな1^產tt7が起芒た場合には、ゲームを止め、医師に相談してください。 

^ せんよう じゆうらい 

このGD_ROMeディスクは、「&IIPtlicD-Fioma」専用ソフトです。従来の 

r CDROm a 
どうさ ちゆうい どうさ 

■em」では動作いたしませんのでこ'注意ください。動作させる 
ひつよう 

ためには、「SUPER SYSTEM CARD」が必要で"T。 

% CD .ROMディスクは、音楽用G□プレーヤーでは、使用しないでください。コンピュ—夕用デ 
きき あ《えいきよラぉょ ばあい 

一夕がオーディオ機器に悪影響を及ぼす場合があります。 

※万一製品に当社の責任による不都合がありました場合、新しい製品とお取り替えいたします0 



じよおラ たたか 

女王」との載いから三ヶ 
普琿の生活に戻つたかに見え 
ユチでしたが、震はIIたな問題 
鐘tていました。それ砗「銀 

ンテストJで、当日体 

窗ち翁したためユナにネiiftとな 
" ってしまった、謎南紫でちi折り 

お霞儀、Siエリカから、 
日のようにイヤガラせやイシワ 
贺#けrいたからです。 
■1 なかしゃかいかけんがくた 

な中、社会科見学で立ち寄 
た卓のilfeでバッタリ出会って 

し幸っfellはついにケンカを始 
めかまいました。すると遺跡は 

を餡め' Sは梁の革にiい 
れrしまったのです。果たし 
■とエリカを待つものとは？ 

3- ぬW響/^卿?/ 
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ゲームのスタ 
__ 

CkiAtr fUMmm 

敷.㈣ 

•'..ぐ 

••“•か療_..: :.r. ••_ 
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_■修纖翁:-—「 

卿的.迦.〇捕如れ 

，puif 

夕仆ル論「sTAmr編 
ほんぺん はじ 

本編が始ま 

WfM 

:■'料響A tfめh 

t‘ブ画面に 

なりますので、说靈tet^馨夕しfc,分ィルのiもiびた 
ほうこう せんたく ― けつry 4 ^ 

いものを方向キーで選択して①ボタンで決定してくだ 
はじ 

•4 

さい^ tーブしたところから始まります 
ほ5こラ 

せんたく 

■アドベンチヤーシーン—コマンドを選択 

.す. 

⑪ボタンSボタン拳セレクトボタン 

ほラこう 

方向 

セレクトボタン RUNボタン 

■3 Dダンジョン 

■バトルシーン 

OK ぜんしん 

—上…削進 
—下…後ろを向く 

みぎ みぎ む 

—右…右を向< 
urdo aだり む 

—左…左を向S 

—力ードを選択 

カードを決定 

がめん 

•タイトル画面 
「START」「CONTINUE』を選択 

RUNボタン 
ムスタート 

あやま ちゆうい 

誤ってスキップしないように注意してくださし、 
ana 彎 - 4 



メインビジユアル ストーリーに造った 

/fパrおや矜や令 
よっぽHおな炒Tい1：いたんだね〜 

I . 
[， 

. 

がめん ひよ〇じ 

画面が表示されます。 

'_龜 
'織敌 

.:.き： 

メツセージウインドウ 

メツt—シ'やコマンドを表示します。 

▼ル 
このゲームはコマンド選択式のデジタルコミ 

ックです。メッセージウインドーのコマンド 

を選択しrストーリーを進めてください。 
\f.t- 

麗 
しゅラいよラすかんさつ ひと み 

周囲の様子を観察したり、人やモノを見る 
ときに使います。 

，一. ' .ぶ:：.:，::：I I ■ 
:於.:せ：：r ... . つか 為“:篡 

入と話したりする卿使し、ます。 

弘德1し，：ぃ。 
縱 別の場所に移動します 

■ T ■*. •"■• • • •* - 

a_ _ ■ 
葱 

パ：...：...../.: 

と，•じよう 

.;；■•： 〇7；,- 織!懲 餅?舞輝 '货織:臨..鱗猫•:.蘇沒挺:;:：闕::•翁ち 
:温 MBit PUS ___讎.謀 

-ごのIにもコマンド」_します。その 

■じてうまく けて為し、。 

..:. 
微h とさ じよ5さよラ 

:: 
.. 

■ ■ ■ I I "I I » 

::へ.:：''::：' ,Vi :グ.::• - 

'. 
■. ■. . . 

. .-. .. 

:卢今そと:■七 >::• 

とくて..W. 

このゲ-ムでは' ㈣擊煙ィントでし巧- 

ブfきませ/1ムストーリー中の特定のポイントで左の 
..がめん せんたく 

よラな画面になりますので 
た後にファイルを選んでtーブしrください。 

しよう 

フ兮イリ1/114づ寒で使用できますが、バックアップラ 
ばあい 

ム、っぱいの場合は乜，ブファイ」レがつくれません 

ので‘しヽ參ないファイルを消しrから遊んでください。 
方■雄感鞠 
:ぐ 

V + :. 
•-.:: 

::M:.. 
•織 

::■: 

窠•翁会義 寧》邊綠藏緣織.： 
Ipi 
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mm t、つはつしよ-:^ぶ 

一発賭負のハプニングカード 

どんな力 
わか 

-ドがでるか解らなIAけど、ラ 
ちょう こと 

於まく雛ば，ッキ—な奉も_知だ1 

で-発_(■け■白いよ！ 
S:::: 一' .. . ,. If:.. 

HP メーター". 

ユナ_の体力を_していま 
す。メーターがくなると 
負けです。 

ごきげんメーター 

□論力ードを&つr攻撃する 
と、エルナーが'移動します^ 

エルナーの位置は、ユナ達の 
精神状態の駆け引きを表し， 

ちか 

おり、エルナーが近づいてい 

る方が、構神的に弱つ€いて 
攻撃力がダウンします。 

イト；1' 
ク‘ラフィツ.クウインドウ:. 

JKJ^奴®ダ’ソ•ぺみプノ.:‘:’. • y 

てき と〇じよろ_+ 

敵が登場するウインドウです。 

•ユナサイHへ 
グラフイツクウインドウ 

ユナ及びユナの"お友達” 
ユ-うい文う 

が登場するウインドウで 
ときどき ともだち らんに唭〇 

す。時々"お友達"が乱入 
する事もあります。 

いろいろなカードが、ラン 
くば 

d:!: 

ダムで配られます。 
じゆろじ せんたく 

十字キーで力ードを羅択し 
て、®ボタンで決定します£ 

仲間力ードはすぐ使え！ 
aいしよ きよ〇てさ こんど こころづよ みかた 
最初は強敵でも、今度は心強い味方 
だ！しかも"©寂達wが戦つrいる間 
は、ユナは体力回復しrいるんだ！ 

ぼ今ぎよ こうけききほん 

防御力ードは攻撃の基本 

；■■■.■ 

::ぼうぎよ つか あいc こうげき かん 
防御カードを使ラと、相手の攻撃は完 
ぜん ぼうきよ あい‘C はんしやこ， 

防顧され、LIT%1相手口授射攻 
謹をずる_ができるん，1暴に簾 
に#っ⑽德、g翻扇ードが4笨だ! 

3… 

□論攻撃をしよラ！ 
こうろんこうaき あいて こうけきりよく 
□論攻撃をすると、相手の攻撃力 
が半減するので、長期戦の時は特 

ゆ-ラじラ 
に有効！ 



'娜:儀嚇灰 

ボリリーナ「かよわぎ花ね迫る悪®機 
imE 獅敢6せはしない i .■■1 

戦闘は、いろいろなカードを敵味方が同時に出し合 

い、各力ードに応じた行動をとりながらバトルしま 
あいて _.;.鑛雛 せん.:: 

す。相手のHP (ヒットポイント）を0にすると戦 

IIに勝利します。戦闘に負けるとリトライするか聞 
ふたたせんとう 

いてきます。リトライすると再び^^闘になり、リト 

ライしないとせーブ画面になります。 

备キャラクター 

に©じr2〜3 

種類の攻撃をし 

ます。 

相手に対して悪□などの精 

神的なダメージを与え、敵 

の攻撃力を低下させます。 

*画面上で、ごきげんメー 

ターとよばれるメーターで、 

それを知ることができます。 

^l>Il_ I ■的 1011"■■胃m 

■••••••••. ；• ；.v •-.... .. 

，あ.; 自分のH P (体 
りょく かいふく 

73)を回復する 

事ができます。 
ぜんかい 

(ただし全快と 

いラ訳ではあ0 I 

ませ/Uqj ) 

友■いて ころげき こうけき 

相手の攻撃（攻撃カード） 
たい かんぜん ぼうぎよ 

に対して、完全に防御しま 

す。しかち、反射攻撃と呼 

ばれるカウンター攻撃をそ 
ご おこな あいZ 

の後に行い、相手にダメー 

ジを与える事ができます。 

7 - W /Hamaf 



しよラ 

S' •♦■ •り .J?P •:潘• 
整■ .si- i^V.;- 34by>J； ^t:K ：-：'-' ；Jgmr 

fj- -'plT' ■"("；■ -f-' ■■*■!-• is^|m ，备..Wr.. - - .-；uV- ■■，よ•‘坪 

せ. az' z- '#■ •雜：％ 
■■■'•' _^pu- ^rn ■ ■:’,-,や. '^Wyt ■■'»•■ rfc„ 

-W-' - 7i#- 〜 # g 

Cj % nr㈣.w%. 11 

ユナのみ使用で声るカードです。 

他のキヤラには出ませ/V。この力 
つか か 

—ドを使うと、ユナの代わりに 
"おMIwが誓iして、敵と戦闘 

zt とちだち とラじよ5 

する事ができまy。お犮達が登場 
しrいる間に、では砌しづっユ 
ナのh pが回復しrいきます。 

1B 

ハプニングカ 

つか 

•• ■ vii - ■ ■••，，■卜，II 

•■■■■:■ ■，，，'抑^^^ ■■■•■••.y 

vu:••染^^yr 

"w，■"•_ Ti 

1 i^h.-.㈣卿神=F^qy 呵言“f■■系綱■ノ 
avTC. .yi.-. 「 

このカードを使うと、 
いか うち 

以下のカードの内の 
いずれかにな0、そ 
の力ードに応じた行 
動を行います。 

Fv I 
rrr 

% f F ¥ t 1-# 

年Xンジ 
l§手のカードと自分の持ってい 
るカードをチIンジしてしまい 
ます。 

/ 

又▲*■/、一抑-舞f鄭！ _1»_1- 1 _■了  —一一 

攻撃力ードの強笑)ヴァージョンで 
す。逼幫のil■より笑きなダメ_ 

ジを相手に与える事かできます。 
又•咖ザ、| |:論“ 

□論カードの強カヴァージョンで 
す。通常の□論より大きなダメ_ 

ジを相手に与える事ができます。 
•J *x ■ 

回復力_ドの強カヴァージョンで 
す。通常の回復よ0大きく回復す 

こと 

.-.11111 i.iTTpAn t ■ ■ ■V 初イム 
^ ぁぃ t： ■ 帥'. 

jJJRi相手のカードの中のどれか1つを 
えe あいr すべ おな 

!選び、相手の力ードを全t同じ力 H f 
i 11 ドにしてしまいます 

ドクp 
あいて も まいすラ まいさんし 

相手の持ち力ード枚数を、1枚禁止しrしま 
t卜巧 

う力ードです。このカードが使用されると、 
はい 

相李のカードに"X"力ードが入ります。 

ちカード枚数4枚の内、最大3枚まで禁止できます。 

あいて 

る事が'できます 

《时零^faHaai - 8 

スカ 
なにも意味のない力ードです 

Q み 

0 

一どiiい 
マほをC行ま 

一るiのし 
アすMC手て 

のiな箱じ。 
r手は破さ、：Sす 

扣相を1大えをま 



最終戦闘用力 
Aいしゅ乃せんとうよ〇 とくべつ かく 

最終戦闘用の特別な力ードです。各力 ドは以下の通りです。 

.薩 
hV-'： f'^^.r 

.忠すで....■：.；；■■-: 

ユーリイカード 
"お友達"の晒援により、 

敵（アンデ□一べ）に特 

殊な攻撃を与え、敵の攻 

撃力が鈍ります。 

エナジードレイン 
て寄 せんよう 

敵（アンデ□一べ）専用 
あいて 

の力ードです。相手のH 
芑ゅうしゆう じふん 

Pを吸収して自分のH P 
くわ 

に加えます。 

トラクターヒーム 
敵（アンデ□—ベ）専 

用の力ードですこの 

カードを使うと、相手 

が金縛り获態となり、 

数ターン行動不能とな 

ります。 

ア ム 
ちゆう しゆるし、 

ゲーム中には、 2種類のミニゲームが 

卜と 

スターホール 
じよ〇 あモ 

ボーリング場に入ると遊ぶこ■ 

Mつてくるモンスタニ，變ン; 

タツ! 

さい。UF〇に 

画面手前まで 

接近されると 

このミニ_ゲ 

ームは終わ*0 

をとばしrいきま 
ほラこラ UTzK) 

す。方向キーの左 
ひだり ，-... 

で左に、（I」ポタン 
みさ いとラ 

で右に移動します。 

ます。 

勺-ギoM鱗屬卿?/ 



坂優奈 
しんちよ今 !こいしゆ5 

! 

pa 

■L i 口 戦士。I 
がつや< 

し€活SI 

身長〗58cm 体重45kg 
スリーサイズ/B78 W56 H82 ■ 

rよに迄麟： むとんちゥく のうてんき きらく 
何事にち無頓着で脳天気なお気楽- 
ごくらくむずめ そこぬ あか せいかく だれ 

極楽娘。底抜けに明るい性格で誰と 
でち友達になれるといラ天性の才能 

ひかり じよおラ 

( ? )がある。光の女王のマトリクス 
ル_ライン"に選ばれた光の 
ちさゅう ちよラこうこうせい 

地球では超高校生アイドルと 
つやくちゅラ 

活躍中。 

^ /^faftaaf -10 

英知のエノレナー 
光の女王のマトリクス 
でユナのパートナー。 
非常にまじめな性格で 

V ユナを見守っている。 

<4 



身長157cm 体重46kg 
スリ-サイズ/B82 W58 H85 

pの古代遺跡で、"ビーコン" 

^守るために設置されていた 
之し\ 

議衛ガーディアンユニット。 
さ aいしよ であ にんげん 

目貴めr最初に出会った人間 
がユナだったためかユナのこ 
とが好きで好きでたまらな 

だいす じゅんこころ 

い。ゴ八ンが大好きな純な心 
ち ぬし ^ 

の持ち主^ 為ノ 



しようさまかめん 

お孀様仮面ポリリーナ（リア) 
_ だいしんゆラ しゅえん ちよ5にんき ばんぐみ 

163cm M48ka ユナの大親友、リア主演の超人気テレビ番組のヒ(□イン。：Iナは 
oocm HOKg ほんとう しん じつちょうのうりょくつかz 

スリ-サイス/B80 W58 H85 ポリリーナが'本当にいると信じているが、実は超能力の使い手リ 
じつさし〗 えん こんかい とうじよう 

アが、実際に演じている。今回、リアはポリリーナとしt登場す 
おお 

ることか^多い。 



T3 - ¥am，MamJ 
■ 

たいしゅう 

身長〗64cm 体重48kg 
スリーサイズ/B83 W59 H85 

に気の強い、典型的なわがまま 
吞b竹さいだい こラさか 

銀尚最大といわれる「香坂 
財閥』の爷嬢。ユナの優勝した銀河 
お譲様コンテストの決勝戦に出場予 
てい とラじつたいちょラ くす ふせん 

定だったが当日体調を崩し"不戦 
ばい いらい つよ 

敗"。それ以来ユナに強いライバル 
しん いだ じぶんちょくぞく と ま 

心を抱いている。自分直属の取り卷 
き集団I「エリカ7」を組織している。 



V 席?賴 / - 

ふくしぬ 

ユナへの復 
こうさか 

め、香坂エU 
ふん 

分のとりまき 
r作ったチ— 

スポーツクラ士の 
ちようおお とくしゅ rC \ 
長が多い。特殊なプ\人 
□テクターをまと 

てきすこい 

い、ユナを敵対す 



_キャプテン 
Pllの経営する 
力ーチー厶「_ 

テクノス」のス 

のマミ 
(ソフトボール部) 

星山麻美 サツカ 

• • 

1画響国 

Piaini 
ma 

こうsかじよしかくえん 
香坂女子学園•ソフト 
ボール部のキャプテン 

ねつけつやきゆうしようしよ 

である。熱血野球少女 
で、右手の「大リー 
グ.シュータ—」より 

打ち出す数々の魔球 
で、ユナを苦しめる。 

JHl ' JHl . JK , * 

7am 5 

プロ 

i/\ 

夕レイヤーでもあ 
る。空中技を多用したS 

体攻撃が^得意である。 

Mairr^i 

細/ 

ストライカ_■ルイ 
ぃ （サツカー部) 

依■マリア■マーシ 



ノ\イスピード■セリカ 銀幕のミキ(滅 

^fmd 細/- 16 

しどラしやぶ 

(自動車部) 八イスピードtリカ 
自動車部の部長である 
天才的なドライピンク 
テクニックを持ちな力< 

勝負のためには里 
手段もいと 

白廛美紀 
きんまく えんけきぶ ぶちょう つと 

銀幕のミキ。演劇部の部長を務める。その 
えんぎりよく こラこラせい ぎんか 

演技力は高校生でありながら「銀河アカデ 
しょラ じつりょく 

ミー賞Jにノミネートされるほどの実力。 
ややタレ目なのを ている 



41111 

疾風のアコ 
たつ吞ゅぷ 

(卓球部) 
ひのかわあ 

紼川£ 
、 〆 

たつ吞ゅうぶ ぶちよう tフと ふたご ZbZ 

卓球部の部長める、マコと双子の天 
球少女。やや幼さの残る□調で無邪気にユ 
に戦いを挑んでくる。双子ならではの意気の 
あったコンビネーションプレーは超強力！！ 
アコの方が'お姉さんで、サーブ攻撃が得意。 

せんこラ 

M光のマコ(Um) 
ひのかわま こ 

纖川真子 

たつきゅうぶ ふくぶちようつと 

卓球部の副部長蔽務 
if ふたご 

める、jtT7コと双矛の 
乙ん芑いたつ萃ゅうしよラじよ,1 

天才罩球少女（Vコ 
は左頰にほくろ/かあ 
る）。ほくろと髪の 
け わ かたいがいまつ广こ 

おIた <0 、 L讫うと 

マコはクイツクカツ 
卜の得意なテクニッ 
ク派である。 

17- %? ' /Hinaai 



エリカ7中-強cp実力を誇る、アイ 

ススケート部の部長であり、親衛隊 
のリーダー的役割もつとめる。繊細 
かつパワフルな演技は次季オリンピ 
ック優勝候補の声も高い。エリカに 
たい しんぼラ ひといちはいつよ rさたいしゃ 
対する信望ち人一倍強く、敵対者に 

菊池通隆氏 
デザイン 



も置_するよ 

家/W家/w 

こつしdゥ 

登塌するぞ 

19 am 零/% 細I 

/% 本木の钃 
もと やみ じようさま にんしゅう 

元、闇のお_様13人衆のひと 
こんかい かよ こうこラ 

り。今回はユナの通ラ高校に 
きよラし)くじつしゆうせu ふにん 

教育実習生として赴任 
ユナをみるとかまいたくなる 
らしい。 もと やみ じよラさま Iこんしゅラ 

元、闇のお嬢様13人衆の 

ひとり。ユナをもしのぐ、 
卜□さを誇る。 

おつとりの詩篇 

チヤイナの 
驪美 
もと やみ じよラさま 

元、闇のお嬢様1 
にんしゅラ けんさい 

人衆のひとり。現在 
じつか ふ®んだし〗はんてん 

実家の「紅大飯店」 
Zつだ 

の手伝いをしtいる。 



年齢、性別、出身など全て不明。 
「永遠のプリンtス号_)を指揮する冷酷 
無比な女性。自らをr絶対的な正義」 
と信じ、「悪』とみなした文明をことこ' 

ほろ 面らそ さつ 

とく滅ぼす。ユナとエリカの争いを察 
ち ちきゅラ む しんこう かいし 

知し地球に向けて侵攻を開始する。 

Jl JTJL 

mu 



企画レッドカン/tニー 

原作明貴美加 

脚本あかほりさとる 

CAST 

神楽坂ユナ翁横山智佐 

詩織#國府田マリ子 

麗美⑩岩坪理江 禮 

リューディア_南場千絵子 

ミラージュ籲水谷優子 

リア（ポリリーナ）（）冬馬由美 

香坂エリカ春矢島晶子 

六本木の舞拳原亜弥 

エルナー_山本百合子 

ユーリィ髒高橋美紀 

マミ籲藤野かほる 

ルイi岩男潤子 

セリカ⑩武政弘子 

ミキ#西村ちなみ 

アコ_佐久間純子 

マコ#麻見順子 

ミドリ■根谷美智子 

x Mi ama 

エリナ#萩森佝子 

マリナ壽鈴木砂織 

ジーナ⑩中村尚子 

ユナのハフt #広井王子 



s 

A賞明貴美加直筆イラスト&サイン入り 

色紙…，名 
B賞明貴美加直筆サイン炙 

入リタペストリ-f 
…100名 v wm 

1C賞限定100枚ユナテレフォンカード 
い • • •100名 
俞FE募方法★ 
右下にある応募券を官製ハガキに貼リ、住所、名前、 
年齢、電話番号、希望のプレゼントを書いて下記の住所 
へお送りください。当選者の発表は、発送をもってかえ 
させていただ吉ます。 

★送り先* 
〒100-31東京国際郵便局私書箱5090 
rユナオリジナルヴツズブレゼントキヤンペーン」係 

^ . ★締め切リ* 獨i爲^-—— 
L \1995年8月末日^■ゼ^*，f愈 



シーデイ- は かんl：xi い 

CD-ROMデイスク•保管上の注意 门 COMPACT 

QjD§[§ 
汚さないで！ 

しんごうよ と めん めんはんたいかわ 

•信号読み取19面（レーベル面の反対側 

の光った面）を汚さないように注意し 

てください。汚れた場合は、やわらか 
ぬめ i L A ぶ い！^1ぶ む 

い布で、中心部から外周部に向かって 

放射状に軽く拭きとってください。 

汚れた時は、やわらかい 
ぬの 

广布でふいてね！ 

キズには弱いんだ！ 

會 
やさしく、出し入れ！ 

CD-ROMデイスクにキズをつけな 

いようにしてください。ケースからの 

出し入れの際は、こすりキズをつけな 

いよう、特に注意してください。 

か 

文字を書か 
ないでね！ 

あな おお 
之んび- 

•レーベル面に、鉛筆やボールペンな 

どで文字を書いたり、シール等を貼ら 

ないでください。読み取り面にキズを 

つける恐れがあります。CD-ROMデ 

ィスクを曲げたり、センター扎を大き 

<しないでください。 

孔を大吉くしないで 

グ 

いつまでも大切にね 
おんど しつど ^ 

温度、湿度にも注思して！ 
參プレイ後は元のケースに入れて保管 

してください。また、COROMデイ 

スクは、高温、高湿の場所には保管し 

ないでください。 

★このディスクを無断で複製すること、及び賃貸業に使用することを禁じます 



八ドソン•ユーモアネットワーク 

I HuMor^O 

PiE I wwwni% 

かいいんとくてんぜんいん 

•会員特典（全員にプレゼント 
かいいん かレいんし■* 

.嘴.mm soft 

会員になると、会員証のほかに、「ユー 
とくせレ 

モアネットワークオリジナル特製グッ 
ズJを全員にプレゼントします。 

鼸誌じや読めない 
じょうほう—く， 

ゲ-ム情報がいっぱい■( 

八ドソンでは、ユーザーのみなさまのための 
かいほうし まいつきはフca 

会報誌「ユーモアネットワーク」を毎月発行 

_ 
さいしん じょうほう かいはつち》 うらば®し じょうほう 

最新ソフト情報ほか開発中の裏話など情報が 
みほんし きぼう かた 

いっぱい！この見本誌を希望 
どラふラ 

卜と同封のアンケートは 
きぼ5 5ん 

希望」の攔に〇をつけて 
[まんし おく 

本誌をお送りします。 

- 

jm 

かし\し\ん ぼ しゆうちゆう 
希望する方は、ソフ ^ m 

u/u u W% h um • ■■^■■1 ■ ■ 
がきにある「見綺wmm^ SSSm 55 f 

gってくださぃ。鳧^3 iBKjbmf f 

■屋膠 

HUDSON GROUP 

HID 5071 
©1995 HUDSON SOFT 
©1992,1995 RED 
©1995 MADE IN JAPAN 

關咖N SOFr 

-HCD^5 

■本 社 
〒〇62札幌市豊平区平岸3条5丁目4番22号八ドソンビル TE1011-841-4622 
■八ドソン札幌 
〒〇62札幌市豊平区平岸2条6丁目1翻4号三慶ビル TEL 011841,4622 
■八ドソン東京 
〒162東京都新宿区市谷田町3丁目1番1号八ドソンビル TEL 03^3260^4622 
■八ドソン名古屋 
〒450名古尾市中村區名駅5丁目3番8号名駅モリビル9階TEL 052-551-4622 
■八ドソン大販 
〒542大阪市中央区東心斎橋1丁目1番10号大阪料理会館ビル5階TEL 06-251-4622 
■八ドソン福岡 
亍810福岡市中央E天神5丁目7番3号福岡天神北ビル4階TEL 092^733-4622 

A 太いFaうじかん 

A A f 1 H 営業時間/13:00〜i 

■iiiケ麵ムサボ■卜稍°3-526i"2s?° 
令尚^ラワザに関す 

罾？112 ノ7 〒〇62， 
W 、ご質問はノ 

ど にち L.<K3いしつ やす 

00〜18 : 00 ♦土，日，祝祭日はお休みです。 
おおさか さ*ばろ 

大阪06-251-0322札_ 011-821-7015 
しつもん こた ViHii 

ウラワザに関する質問にはお答えできませんのでご了承ください。 
札暢市g平区平岸3条5 丁目1-18 

ハドソンビルゲームサボートセンター行 


